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008 たこ焼 －
小麦粉（小麦：オーストラリア他）たこ（ベトナム、インドネシア
他）キャベツ（日本）ねぎ（日本、中国他）鶏卵（日本他）かつ
おぶし粉末（日本他）

138
アスパラとポテトの肉巻き
セット

日本
ハッシュドポテト（ばれいしょ）（アメリカ等）豚バラ肉（スペイン
産）アスパラガス（ペルー産）

244
電子レンジで！肉汁じゅ
わっとチキンステーキ　減塩

タイ 鶏肉（もも）（タイ等）

011 肩ロース煮込み焼豚 日本 豚肩ロース肉（オランダ、スペイン、アメリカ等） 139 たたきごぼう 日本
ごぼう（中国等）ごま（パラグアイ、アメリカ等）かつおぶし（製
造地：日本等）こんぶ（日本等）

245
炭火やきとりねぎま串（しょ
うゆだれ）

タイ 鶏もも肉（タイ）ねぎ（タイ）

016
炭火焼　若鶏照焼きチキン
ミニステーキ

タイ
鶏もも肉（タイ）にんにくペースト（中国等）しょうがペースト（タ
イ等）

140 れんこんのきんぴら 日本 れんこん（中国等）ごま（パラグアイ、アメリカ等） 246 みつせ鶏甘ったれ焼き 日本 鶏肉（九州産）

017 北海道十勝産塩味えだまめ 日本 えだまめ（大豆、（遺伝子組換えでない））（北海道十勝産） 141 里いも土佐煮 日本 さといも（中国等）かつおぶし（製造地：日本等） 247
あらぎり蓮根と野菜の衣揚
げ

日本 れんこん（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）

024 まろやかしめさば昆布〆 日本 さば（日本）真昆布（北海道） 142 ちょっとこまめな黒豆 日本 黒大豆（中国） 248
れんこん海老しんじょはさみ
揚げ

日本

れんこん（中国等）たまねぎ（日本等）水くわい（中国等）小麦
粉（小麦）（アメリカ、カナダ、日本等）にんじん（日本等）乾燥
あおさ（日本等）いとよりだいすり身（ベトナム、インド等）えび
（ベトナム、デンマーク、カナダ等）

027 ふぞろい栗ごはんの素 日本 栗（日本） 143 こだわりロースハムスライス 日本 豚肉ロース（チリ、アメリカ、カナダ、ハンガリー） 249
たまご屋さんのふんわりオ
ムレツ

日本 液全卵（鹿児島県）玉ねぎ（日本）

034
大阪王将　若鶏のから揚げ
増量

日本
鶏肉（ブラジル等）おろしにんにく：にんにく（中国等）衣(小麦
粉）（アメリカ、日本等）

144 こんがり焼いたハンバーグ 日本
鶏肉（日本）牛肉（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本）牛脂肪
（日本）豚脂肪（日本）

250 アスパラ牛肉巻 日本 牛肉（オーストラリア）

035 大阪王将　カレー炒飯 －
米（日本）スクランブルエッグ（液卵：日本）ねぎ（中国）豚肉
（日本）

145
たっぷりキャベツのソースメ
ンチカツ（増量）

日本
野菜（キャベツ）（日本）野菜（たまねぎ）（日本等）食肉（牛肉）
（ニュージーランド、オーストラリア等）食肉（豚肉）（カナダ等）

251 デミチーズハンバーグ 日本 鶏肉（日本他）牛肉（オーストラリア他）豚肉（日本他）

037 銀座梅林のヒレカツ 日本
豚ヒレ肉（カナダ、アメリカ等）小麦粉（小麦：アメリカ等）米粉
（タイ等）

146 プリッとえびフライ（大） －
えび（タイまたはインドネシア）いか（タイまたはインドネシア）
小麦粉（小麦：アメリカ、オーストラリア、カナダ他）卵粉末（カ
ナダ、アメリカ、フランス、ベルギー、スペイン、イタリア他）

252 イベリコ豚重の具（５袋） 日本 豚肉（スペイン）たまねぎ（日本）

040
こだわりボンレスハムスライ
ス

日本 豚肉もも（メキシコ、チリ） 147 豆腐バーグ（１枚増量） 日本
鶏肉（日本）たまねぎ（中国、日本、アメリカ、ニュージーラン
ド、タイ他）鶏卵（日本他）

253 とうふハンバーグ（ひじき） 日本 たまねぎ（日本）鶏肉（日本）

041
ふんわり鶏つみれ（あごだし
スープ付）

日本
鶏つみれ［鶏肉］（鹿児島県）鶏つみれ［豚脂］（日本等）鶏つ
みれ［玉ねぎ］（日本）鶏つみれ［たけのこ］（日本）

148 お徳用鍋焼うどん 日本
えび（ベトナム、タイ、インドネシア）ほうれん草（中国）にんじ
ん（日本）

255 神戸三田屋ハンバーグ 日本 牛肉（オーストラリア、アメリカ、日本）たまねぎ（日本）

042
骨までやわらかいわし生姜
煮

日本 いわし（日本） 150 ポークウインナー － 豚肉（カナダ、オランダ、メキシコ、アメリカ、日本等） 257 チャンピオンカレー（中辛） 日本 牛肉（ニュージーランド）玉ねぎ（中国）

045 ごま・ひじきだんご 日本
鶏肉（日本）たまねぎ（中国等）ごぼう（中国等）しょうが（中国
等）鶏卵（日本等）ごま（エチオピア等）ひじき（中国等）

155 切り落としローストビーフ 日本 牛肉（アメリカ、オーストラリア他） 258
ふんわりした枝豆湯葉ひろ
うす

日本
えだまめ（台湾他）たまねぎ（中国、アメリカ、ニュージーランド、日
本、オーストラリア他）にんじん（日本他）キャベツ（日本他）たけの
こ水煮（中国他）鶏卵（日本他）やまいも（中国他）昆布（日本他）

048
富山産白えび入りミニかき
揚げ

日本 玉ねぎ（日本）人参（日本）小松菜（日本）白えび（富山県） 194 ブラウンサーブロールクルミ －
小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ、日本、ヨーロッパ等）くるみ
（アメリカ（カリフォルニア州））アセロラ果汁粉末（ブラジル等）
とうもろこし粉末（ブラジル等）

259 いなり餃子 日本
鶏肉（日本）鶏皮（ブラジル産他）キャベツ（日本）にら（中国
産）

049 冷凍きざみうす揚げ 日本 丸大豆（アメリカ、カナダ） 205 プチモダン焼（豚肉入り） 日本 焼きそば麺（国内製造）液卵（国内製造）豚肉（日本） 260
ジェノベーゼソース（バジ
ル）

日本 バジル（アメリカ等）

054
かき屋さんがつくった広島
県産かきめしセット

日本 むき身かき（日本（広島県）） 206 ６種のチーズピッツァ 日本

小麦粉(小麦）（アメリカ、カナダ）ゴーダチーズ（オーストラリ
ア、アメリカ、ＥＵ（ヨーロッパ））モッツアレラチーズ（オーストラ
リア、アメリカ、ＥＵ（ヨーロッパ））クリームチーズ（オーストラリ
ア、アメリカ、ＥＵ（ヨーロッパ））

261 国産野菜のロールキャベツ 日本
キャベツ（日本）豚肉（日本）鶏肉（日本）玉ねぎ（日本）しょう
が（日本）

057 ギョーザ 日本
キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にら（日本）にんにく（日本）鶏
肉（日本）豚肉（日本）

207 ポテトチーズもち 日本 ばれいしょ（北海道産） 262 海老と三つ葉のとろろ蒸し 日本
えび（インドネシア、ベトナム、マレーシア等）魚肉すり身（魚肉）
（ベトナム、インド、日本等）やまいも（日本）三つ葉（日本等）

060 鰻楽うなぎめしの具 － うなぎ（九州） 208 国産具材の鶏めしいなり 日本 うるち米（日本）鶏肉（日本）人参（日本）ごぼう（日本） 263
みつせ鶏ふっくらタレ焼きつ
くね串

日本 鶏肉（日本）

068 ぶり大根 日本 だいこん（日本）ぶり（日本）粉末しょうが（中国等） 209 えびグラタン（レンジ専用） 日本
生乳（日本）小麦粉（小麦）（オーストラリア、ニュージーランド
等）えび（インド、ベトナム等）

264 やわらかぎんなんがんも 日本

キャベツ（日本）にんじん（中国等）さやいんげん（中国等）や
まいも（日本）ごぼう（中国等）ぎんなん（中国等）小麦粉（小
麦）（オーストラリア、日本等）きくらげ（中国等）こんぶ（日本
等）米粉（アメリカ等）乾燥マッシュポテト（アメリカ等）

069
ハーフベーコン使い切り
パック

日本 豚ばら肉（デンマーク、スペイン等） 210 粉もん関西でつくったたこ焼 日本
たこ（ベトナム、中国）キャベツ（中国、日本）ねぎ（中国）生姜
塩漬け（生姜）（タイ）

265 料亭の十色ひりゅうず 日本

スケトウダラ（日本等）たまねぎ（日本等）にんじん（日本等）かぼ
ちゃ（日本、メキシコ、ニュージーランド等）たけのこ（中国等）えだ
まめ（中国等）ごぼう（日本等）きくらげ（中国等）さやいんげん若
ざや（アメリカ等）ぎんなん（中国等）やまいも（中国、日本等）

070 えびドリア 日本
生乳（日本）精白米（日本）小麦粉（小麦）（オーストラリア、
ニュージーランド等）えび（インド、ベトナム等）

211 ミニピザ（サラミ＆ベーコン） 日本 小麦粉(小麦）（アメリカ、カナダ） 266
国産鶏からあげレモンソル
ト味

日本 鶏肉（日本）

071 えびピラフ 日本
精白米（日本）にんじん（中国等）いんげん（中国等）とうもろこ
し（アメリカ等）たまねぎ（中国等）ピーマン（中国等）えび（イン
ド等）マッシュルーム水煮（中国等）おろしにんにく（中国等）

212 五目ちまき タイ
もち米（タイ）鶏肉（タイ）にんじん（中国等）えだまめ（中国等）
たけのこ（中国）しいたけ（中国）

267 国産若鶏もも和風唐揚げ 日本 鶏肉（日本）米粉（日本等）

076 お好みたこキャベツ焼き － キャベツ（日本）たまねぎ（日本）たこ（モロッコ等） 213 炭火で焼いた焼鳥ごはん 日本 米（日本）大麦（日本等）鶏肉（日本等） 268 吉野家の牛丼の具 日本
牛肉（アメリカ、カナダ、オーストラリア）たまねぎ（日本、アメリ
カ）

077
フライパンで簡単　海老マヨ
ソース

日本 バナメイエビ（タイ他） 214
めっちゃ旨い焼肉チャーハ
ン

日本
うるち米（日本(国産)）牛肉（メキシコ、アメリカ、ニュージーラ
ンド、オーストラリア等）

269 吉野家牛焼肉丼の具 日本 牛肉（アメリカ）たまねぎ（日本）

079
ふぞろいのアジフライ（徳用
パック）

日本 真アジ（国内産） 215 大阪王将　炒めチャーハン 日本 米（日本）全卵（日本等）ねぎ（中国等） 270 吉野家豚丼の具 日本
豚肉（ＥＵ（ヨーロッパ）、カナダ、メキシコ）たまねぎ（日本、ア
メリカ）

080 わかさぎ唐揚げ 日本 わかさぎ（ロシア） 216 ふっくら卵のオムライス 日本
精白米（日本）全卵（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）鶏
肉（日本）トマトペースト（トルコ等）

271 七菜きんちゃく －
にんじん（中国等）水くわい（中国等）えだまめ（中国等）れんこん
（中国等）ごぼう（中国等）油揚げ（（大豆）アメリカ等）しいたけ（中
国等）かんぴょう（中国等）ひじき（中国等）こんぶ（日本等）

086 国産大きなロールキャベツ 日本 キャベツ（日本）たまねぎ（日本）豚肉（日本）牛肉（日本） 221
もっちりした細うどん（小分
けパック）

－ 小麦粉（小麦）（オーストラリア、日本、アメリカ、カナダ等） 272 ひとくちねぎ焼き 日本 ねぎ（日本）たまねぎ（日本）キャベツ（日本）イカ（日本）

087 北海道産牛すじ煮込み 日本 223
お徳用４種の具のえび天そ
ば

日本 えび（タイ）ねぎ（日本）わかめ（韓国） 273 中華丼の具 日本
はくさい（日本他）キャベツ（日本他）たけのこ（中国他）にんじ
ん（中国他）えだまめ（中国他）えび（インド、インドネシア他）
いか（中国他）きくらげ（中国他）

094 レンジでコーンだらけフライ 日本
とうもろこし（ニュージーランド、アメリカ）生乳（北海道）小麦
（小麦粉）（アメリカ、カナダ、日本、オーストラリア等）

224 リンガーハットのちゃんぽん 日本
小麦粉（日本）キャベツ（日本）玉ねぎ（日本）人参（日本）ねぎ
（日本）コーン（日本）

274
譚オーナーシェフ監修　小
籠包（ルビ：タン）

タイ 豚肉（タイ、他）

095 串カツ田中　串カツセット 日本
豚肉ロース（メキシコ等）牛肉（オーストラリア、ニュージーラン
ド等）エビ（ベトナム）れんこん（中国）

225 エビ玉ビーフン 日本 ビーフン（タイ）えび（ベトナム等）キャベツ（日本） 275
国産素材の旨みがつまった
ニラ饅頭

日本
にら（日本）キャベツ（日本）たまねぎ（日本）豚肉（日本）小麦
粉（小麦：日本）

096
メガクランチ（塩味付きポテ
ト）

アメリ
カ

ばれいしょ（アメリカ等） 226 鶏じゃが弁当 日本 米（日本）鶏肉（タイ、ブラジル等）じゃがいも（日本） 277 大阪王将　ぷるもち水餃子 日本 豚肉（日本）野菜(キャベツ)（日本）豚脂（日本）

100 レンコンひき肉はさみ揚げ 日本
野菜（れんこん）（中国）野菜（たまねぎ）（日本等）食肉（鶏肉）
（日本）衣（小麦粉）：小麦（アメリカ、日本等）

227 豚肉のスタミナ焼肉セット －

キャベツ（日本等）こまつな（中国等）たまねぎ（日本等）もやし
（日本等）にんじん（日本等）えだまめ（中国等）にんにくの芽
（中国等）豚肉（アメリカ、メキシコ等）切干大根（中国等）鶏卵
（日本、アメリカ、ブラジル等）にんにくペースト（中国等）ごま
（中国、グアテマラ、パラグアイ、ボリビア、ニカラグア等）

278 徳用ぎょうざ 日本
豚肉（日本）キャベツ（日本、中国）小麦粉（小麦：アメリカ、
オーストラリア）

101
北海道産ミックスベジタブル
（いんげん入り）

日本 とうもろこし（北海道）にんじん（北海道）いんげん（北海道） 228
中華おこわ＆黒酢の酢豚
セット

－

うるち米（日本）もち米（日本）もやし（日本等）たまねぎ（中国、日
本等）にんじん（中国、日本等）ほうれん草（中国等）ピーマン（中
国等）黄ピーマン（ポルトガル等）豚肉（カナダ等）鶏肉（日本等）
たけのこ水煮（中国等）ぜんまい水煮（中国等）ぶなしめじ（日本
等）乾しいたけ（中国等）ごま（アメリカ、ナイジェリア、パラグアイ、
グアテマラ等）にんにくペースト（中国等）しょうがペースト（日本、
中国等）こしょう（マレーシア、インドネシア等）

279
マメックスの便利とうふ（国
産大豆）

日本 大豆（日本）

102
しょうゆダレ仕込み　若鶏の
やわらか唐揚

タイ 鶏肉もも（タイ等）小麦（衣：小麦粉）（タイ等） 229
海老と炒め野菜の中華焼そ
ば

日本
小麦粉（小麦：オーストラリア、アメリカ、カナダ等）キャベツ（日本
等）もやし（日本等）ほうれん草（中国等）たまねぎ（日本等）にん
じん（日本等）ねぎ（中国等）えび（ベトナム等）きくらげ（中国等）

280 陳建一　麻婆豆腐の素 日本 豚肉（アメリカ、カナダ、日本他）

103 陳建一　レタス入り蟹炒飯 日本
米（日本）レタス（日本）ベニズワイガニ（ロシア等）たまねぎ
（日本）ねぎ（中国等）

230 業務用チャーシューメン 日本 めん（小麦粉）：小麦（アメリカ、オーストラリア等） 281
大阪王将　羽根つき餃子
（生協専用）

日本
野菜（キャベツ）（日本）皮（小麦粉）：小麦（北アメリカ、アメリ
カ、カナダ等）豚肉（日本）豚脂（日本等）

105 越前白胡麻どうふ 日本 ごま（アフリカ、中南米、アメリカ等） 231 フィッシュ＆チップス 日本 すけとうだら（アメリカ）じゃがいも（北海道） 282 徳用しゅうまい 日本
野菜（玉ねぎ）（中国）豚脂（日本等）皮（小麦粉）：小麦（北ア
メリカ、カナダ等）野菜（キャベツ）（日本、中国等）魚肉（たら）
（日本、アメリカ）鶏肉（日本等）

117
シャウエッセン（徳用サイ
ズ）増量

日本
豚肉（アメリカ、カナダ、デンマーク、日本他）豚脂肪（アメリ
カ、カナダ、デンマーク、日本他）

232 むかしのコロッケ 日本 ばれいしょ（日本） 283 ゆず昆布 日本 昆布（北海道産）ゆず（四国産）

119 焼いておいしいソーセージ 日本 豚肉（メキシコ、オランダ、スペイン）鶏肉（タイ、日本） 233
それいけ！アンパンマンポ
テト

日本 乾燥マッシュポテト（日本、アメリカ等） 285 茎わかめと椎茸のうま煮 日本 わかめ（日本）しいたけ（日本）

127 ちくわの磯辺揚げ －
小麦粉（小麦：アメリカ、日本他）コーンフラワー（アメリカ他）
あおさ粉（日本他）

234
淡路島産たまねぎのメンチ
カツ

日本 たまねぎ（兵庫県）牛肉（日本）豚肉（日本）鶏肉（日本） 287 ふきと竹の子の白あえ 日本 豆腐（国内製造）

128 てりマヨチキンカツ 日本
コーンフラワー（アメリカ等）濃縮りんご果汁（日本等）鶏肉（日
本）

235
淡路島産たまねぎのコロッ
ケ

日本 じゃがいも（日本）ソテードオニオン（たまねぎ：兵庫県） 288 ごぼうサラダ 日本
ごぼう（日本）鶏卵（日本等）にんじん（日本）ごま（トルコ、中
国、中南米、アフリカ等）

129 天つゆかけのいか天ぷら 日本
いか（ペルー、チリ等）小麦粉（小麦）（アメリカ、日本、カナダ
等）コーンフラワー（アメリカ等）大豆粉（アメリカ等）

236 からっとチーズ揚げ 日本 皮（小麦粉）：小麦（アメリカ、カナダ等） 289 地養卵茶わんむし　かに 日本
鶏卵（日本）鶏肉（タイ等）えだまめ（中国等）ぎんなん（中国
等）たけのこ（中国等）しいたけ（中国等）カニ（韓国等）

130 北海道ポテトのお星さま 日本 じゃがいも（北海道）米粉（日本等） 237 白木屋の枝豆カリカリ揚げ タイ 枝豆（タイ、中国） 290 地養卵茶わんむし　松茸 日本
鶏卵（日本）鶏肉（タイ等）えだまめ（中国等）ぎんなん（中国
等）たけのこ（中国等）しいたけ（中国等）水煮松茸（中国等）

131 牛肉コロッケ 日本
ばれいしょ（日本（北海道））たまねぎ（日本）牛肉（オーストラ
リア）アセロラ濃縮果汁（ブラジル、ベトナム等）

238 レンジでサクッとミンチカツ 日本
牛肉（オーストラリア等）豚肉（カナダ、アメリカ等）たまねぎ
（中国、日本等）ソテーオニオン（中国等）コーンフラワー（アメ
リカ等）

291 ちりめん大豆 日本
大豆（日本）ごま（スーダン、エチオピア、ナイジェリア等）ちり
めん（日本）

132
カップ入りたらこスパゲッ
ティ

日本
デュラム小麦（アメリカ、カナダ他）魚卵（すけとうだら：ロシア、
アメリカ他）魚卵（まだら：ロシア、アメリカ他）小麦粉（小麦：ア
メリカ他）のり（日本他）

239 えび天卵とじ丼の具 日本
エビ（インドネシア等）オキアミ（南氷洋）小麦粉（アメリカ、日
本等）でんぷん（アメリカ等）

292 茶福豆 日本 大黒花芸豆（中国等）

133 小さなかぼちゃグラタン 日本 生乳（日本）かぼちゃ（日本、ニュージーランド） 240 甘辛チキン南蛮カツ 日本 若鶏肉むね皮つき（日本） 293 白花豆 日本 大白花芸豆（中国等）

135 ６種の和風おかず 中国

いんげん（中国等）ごま（中国等）ひじき（中国等）にんじん（中
国等）ごぼう（中国等）えだまめ（中国等）こまつな（中国等）大
豆（中国等）れんこん（中国等）しいたけ（中国等）切干大根
（中国等）

241 たこちぎり揚げ 日本
たこ（ベトナム等）魚肉すり身（タイ、インド、インドネシア等）
キャベツ（日本等）

294 田舎三色豆 日本
ひよこ豆（アメリカ、メキシコ、カナダ、オーストラリア等）大正
金時豆（日本（北海道））青えんどう豆（イギリス等）

136
ミニオムレツ（そぼろカレー
入り）

日本
全卵（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）じゃがいも（日
本）鶏肉（日本）おろしにんにく（中国等）

242
レンジでひとくちソースとん
かつ

日本
豚もも肉（デンマーク、アメリカ、カナダ等）小麦粉（小麦：カナ
ダ、アメリカ、オーストラリア等）米粉（タイ等）

295 テリヤキミートボール 日本
鶏肉（日本）牛肉（オーストラリア、ニュージーランド、日本等）豚肉
（アメリカ、カナダ、チリ、メキシコ、デンマーク、日本等）たまねぎ
（中国等）りんごパルプ（日本等）

137
豚肉の重ねカツ（ガーリック
＆ハーブ）

タイ 豚肉（タイ） 243 えび串だんご 日本 えび（ミャンマー等） 296 白あえベース 日本 豆腐（日本）

※商品は緊急に変更する場合がございます。コープファミリー掲載商品との相違があった場合には個別お問合せ下さい。



297
地養卵家族のだんらん　茶
碗むし

日本
鶏卵（日本）ぎんなん（中国等）たけのこ（中国等）しいたけ（中
国等）えび（中国等）

559
海鮮ワンタンえび（塩スープ
付き）

日本 えび（タイ）すけそうだら（日本）小麦粉（日本） 938 中華ちまき 日本 もち米（日本）豚肉（日本）

300
ぼてぢゅう総本家　お好み
焼（いか玉）

日本 ｷｬﾍﾞﾂ（日本） 560 あじフライ 中国 あじ（中国）小麦粉（小麦：中国、カナダ等）米粉（中国等） 939
ライスバーガー（ポーク生姜
焼）徳用

日本 米（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本）

304 生芋ミニ板こんにゃく 日本 こんにゃく芋（日本） 561
北海道産するめいか下足
唐揚げ

日本 するめいか（北海道沖） 940 海老カツ（レンジ用） 日本
エビ（タイ、ベトナム、マレーシア等）小麦（パン粉：小麦粉）（ア
メリカ、カナダ他）

305 ５種具材の白和え　増量 日本

れんこん水煮（中国等）にんじん（日本）水くわい（中国等）とう
もろこし（アメリカ、日本等）えだまめ（中国等）ねりごま（グア
テマラ、パラグアイ、ニカラグア、ボリビア、ナイジェリア、エチ
オピア、）ねりごま（モザンビーク、アメリカ、中国等）

562 サクッと骨取り白身魚南蛮 日本 スケトウダラ（アメリカ） 955 京都産九条ねぎ入り焼饅頭 日本
キャベツ（日本）九条ねぎ（京都）鶏肉（日本）皮（小麦粉）（ア
メリカ）

306 カットした糸こんにゃく 日本 こんにゃく芋（日本） 563 まるごと海老フライ ベトナム えび（ベトナム他） 956 たけのことしいたけの焼売 日本
豚肉（日本）鶏肉（日本　他）たけのこ（日本）たまねぎ（日本
他）しいたけ（日本）

307 たらの子うま煮 日本 真鱈の子（アメリカ） 564
フライパンでできるサーモン
フライ（チーズ入り）

日本 白鮭（日本） 958 ピッツァマルゲリータ（３枚） 日本
小麦粉（アメリカ、カナダ）ナチュラルチーズ（オーストラリア、
アメリカ、ＥＵ（ヨーロッパ））

308 お徳用にしん昆布巻 日本 昆布（北海道）にしん（カナダ） 565
骨取りかれいの唐揚（磯辺
風）

日本 コガネガレイ（アメリカ、ロシア） 959
吉野家　国産牛肉牛焼肉丼
の具

日本 牛肉（日本）たまねぎ（日本）

310 半熟　味付たまご 日本 鶏卵（日本） 566
北海道産白身魚のサクサク
衣揚げ（たこ入り）

日本 スケソウダラすり身（北海道沖）ボイルやなぎだこ（北海道沖） 960
吉野家　国産牛肉牛すき焼
きの具

日本 牛肉（日本）玉葱（日本）

311 調理済おでん 日本 大根（中国）玉子（日本）結び昆布（日本） 567 さんまのサクサク竜田揚げ 日本 さんま（日本） 961 山形県産のだだちゃ豆 日本 えだまめ（日本、山形県鶴岡市）

312 ねじり糸こんにゃく 日本 こんにゃくいも（日本）こんにゃく粉（日本） 569
柔らかイカふらい（ジャンボ
パック）

日本 アメリカオオアカイカ（チリ、ペルー） 962
チャプチェ（韓国風はるさめ
炒め）

日本
はるさめ（タイ製造）ほうれん草（日本）たけのこ水煮（中国
等）

396 ミックスサラダ 日本

キャベツ（日本(国産)、ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､韓国､台湾等）レタス
（日本(国産)、ｱﾒﾘｶ等）人参（日本(国産)､ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､
ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ等）レッドキャベツ（日本(国産)､ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､
韓国､ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ等）

570
サクッとプリプリえびフライ
（特々大）

インドネシア
えび（インドネシアまたはベトナム）小麦粉（小麦：アメリカ、
オーストラリア、カナダ他）卵粉末（カナダ、アメリカ、フランス、
ベルギー、スペイン、イタリア他）

965 紅ずわいがにのドリア 日本 米（日本）牛乳（静岡県）

397
便利野菜　ブロッコリーの新
芽入カットサラダ

日本
キャベツ（日本）にんじん（日本）ブロッコリーの新芽（日本）紫
キャベツ（日本）

571 北海道産白身魚フライ 日本 マダラ（北海道沖） 966 海老とチーズのドリア 日本 米（日本）むきえび（中国等）

429 北海道産細切りごぼう 日本 ごぼう（北海道） 573
白菜とはるさめの食べる
スープ

日本 豚肉（日本） 967
名古屋風きしめん（かつお
ぶし付）

日本 ねぎ（中国）

430 いろいろ使えるむき枝豆 台湾 えだまめ（台湾） 574 海鮮スープカレーセット 日本
じゃがいも（国産（北海道））ベビーほたて（国産（北海道））バ
ナメイえび（ベトナム）カリフラワー（メキシコ）いんげん（タイ）

968
大阪生まれのま～るいたこ
焼き

日本 キャベツ（日本）たこ（ベトナム、中国）

431 十勝のブロッコリー 日本 ブロッコリー（日本（北海道十勝）） 575 えびのアヒージョセット 日本
じゃがいも（日本（北海道））ブロッコリー（エクアドル、他）えび
（インド、インドネシア、パキスタン、他）

969 ちびっこお好み焼（豚玉） 日本 キャベツ（日本）豚肉（日本）ねぎ（日本）

432 北海道産ホールコーン 日本 とうもろこし（北海道産） 576
いかとほたてのガーリック炒
め

日本
ヤリイカ（ベトナム産又はインド産）アスパラガス（ペルー産）
ボイルほたて貝（北海道産）

100181
鮭とたらのトマトクリーム紙
包み

日本 たまねぎ（北海道）さけ（北海道）スケソウダラ（北海道）

433 ヤングいんげん タイ いんげん（タイ） 577
国産鶏肉とゴロッと野菜の
カレークリームスープセット

日本
じゃがいも（日本）玉ねぎ（日本）キャベツ（日本）人参（日本）
国産鶏胸肉（日本）

102173 わさび椎茸 日本
わさび茎（日本）椎茸（中国他）広島菜（日本）きくらげ（中国
他）

434
とろっとおいしいカットマン
ゴー

－ マンゴー（ベトナム） 578
国産豚肉とじゃがいものピリ
辛蒸し焼きセット

日本
じゃがいも（日本）玉ねぎ（日本）万能ねぎ（日本）国産豚肉こ
まぎれ（日本）

102233
国産豚で作った野菜の肉巻
き

日本 豚肉（日本）にんじん（日本）いんげん（日本）

435 宮崎産ほうれん草 日本 ほうれん草（日本(宮崎県)） 579
さくらたまごをトッピング　ホ
ワイトカレードリアの具

日本
キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）鶏卵（日本、
福井）

104458 定期ミックスサラダ 日本

キャベツ（日本(国産)、ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､韓国､台湾等）レタス
（日本(国産)、ｱﾒﾘｶ等）人参（日本(国産)､ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､
ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ等）レッドキャベツ（日本(国産)､ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､
韓国､ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ等）

436 北海道のかぼちゃ 日本 かぼちゃ（北海道） 580
国産若鶏とりだんごと野菜
の黒酢あん炒め

日本
鶏肉（日本）鶏皮（日本）たまねぎ（日本等）なす（タイ等）れん
こん（中国等）にんじん（中国等）いんげん（タイ等）

104471
定期ブロッコリーの新芽入
カットサラダ

日本
キャベツ（日本）にんじん（日本）ブロッコリーの新芽（日本）紫
キャベツ（日本）

437 コーンミックスサラダ 日本
キャベツ（日本、ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､韓国､台湾等）コーン（タイ
製造等）グリーンリーフレタス（日本(国産)、ｱﾒﾘｶ等）人参（日
本（国産）､ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ等）

581 鶏唐揚げと味噌だれセット 日本 唐揚げ［鶏肉］（日本） 104834 生芋厚切り板こんにゃく 日本 こんにゃく芋（日本）

438 彩り野菜炒め用ミックス 日本 もやし（日本）キャベツ（日本）ニンジン（日本）ピーマン（日本） 582
国産いかとほうれん草・しめ
じのバター風味醤油炒め

日本
むらさきいか（青森県産）ほうれん草（宮崎県産）ぶなしめじ
（福岡県産）

106079 氷温づくり　かにみそ 日本 かにみそ（日本）紅ずわいがに（日本）

439
便利野菜　もやしミックス
（炒め用）

日本 もやし（日本）キャベツ（日本）にんじん（日本） 583
ゴロゴロ野菜のチーズタッカ
ルビ

日本
鶏肉（タイ等）たまねぎ（中国等）ブロッコリー（エクアドル等）
にんじん（中国等）しょうが（中国、台湾等）揚げなす（中国、イ
ンドネシア、タイ等）米粉（日本等）

106714 牛肉のチンジャオロース 日本 牛モモ肉（オーストラリア産）

491
ふっくらジューシー生ハン
バーグ

日本
牛肉（オーストラリア）ソテーオニオン（日本等）豚肉（アメリカ
等）鶏卵（日本等）

584
レンジ調理　豚バラと野菜
の蒸ししゃぶ（旨塩だれ）

日本 キャベツ（日本）豚肉（スペイン産） 106747 野菜の炊き合わせ 日本
鶏肉（ブラジル等）れんこん（中国等）にんじん（中国等）たけ
のこ（中国等）ごぼう（中国等）しいたけ（中国等）

492
信州の薫りあらびきウイン
ナー

日本 豚肉（メキシコ他） 585
しめじで仕上げる！！厚揚
げのみぞれ煮

日本 豆腐（日本等）みぞれ煮のたれ（日本等） 107200 海鮮茶碗蒸し 日本
液卵（日本）ほたて（日本）えび（中国、ベトナム等）しいたけ
（中国等）

493
鎌倉ハムのあらびきソー
セージ

日本 豚肉（日本）鶏肉（日本）豚脂肪（日本） 587 ピリ辛牛ホルモン 日本 牛シマ腸（アメリカ）玉ねぎ（中国）にんにくの芽（中国） 107203 徳用大焼売 日本
野菜〔たまねぎ〕（日本）鶏肉（日本等）豚脂（日本等）皮（小麦
粉）：小麦（アメリカ等）

496 ロースハム使い切りパック 日本 豚ロース肉（アメリカ、カナダ、スペイン、メキシコ、チリ等） 588
南部どりサラダチキンハー
ブ

日本 鶏肉（岩手県） 107549 コーンフライ － とうもろこし（北海道）

497 明方ハム 日本 豚肉（日本） 590 健者のおすゝめ　切干大根 日本 切干大根（中国製造） 129801
白身魚のバター焼き用（レ
モン風味）

日本 ホキ（ニュージーランド、チリ）

498 料理用スティックベーコン 日本 豚ばら肉（スペイン等） 591 ほたてとひじきの煮物 日本
ほたて（日本）にんじん（日本等）ごぼう（日本等）こんにゃく
（日本等）ひじき（韓国等）

168611
鹿児島県産豚肉使用ロー
ルキャベツ

日本 キャベツ（日本）豚肉（鹿児島県産）豚脂（日本）

499
とりとんボール（国産鶏肉・
豚肉使用）

日本 鶏肉（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本） 592 青森県産おかずごぼう － ごぼう（青森県産） 184471 北海道カットアスパラ 日本 アスパラガス（北海道）

501
まろやか酢豚かんたん調理
セット（野菜付）

日本
豚肉（アメリカ）たまねぎ（中国）赤ピーマン（中国）ピーマン
（中国）

593 おばんざい小鉢　うの花 日本 おから（国内製造）にんじん（日本）しいたけ（中国） 194344 さんま梅サンド 日本 さんま（日本）小麦粉（日本）青梅（日本）しそ（日本）

502
青菜でできる牛肉と厚揚げ
のオイスター炒めの素

日本 牛肉（日本） 594 鶏そぼろ入り春雨サラダ 日本
ザーサイ（中国）鶏肉（ブラジル等）にんじん（日本、中国等）き
くらげ（中国）

270430 高知県産冷凍カット小ねぎ 日本 こねぎ（日本、高知県）

503
霧島黒豚手巻きロールキャ
ベツ

日本 キャベツ（日本）豚肉（宮崎県）玉ねぎ（日本） 861 ひとくち五目のれんこんもち 日本
れんこん（日本、中国等）えだまめ（中国等）たまねぎ（日本
等）にんじん（日本、中国等）ごぼう（中国等）きくらげ（中国
等）鶏肉（日本等）米粉（日本）

271118
北海道産たこたっぷりマリ
ネ

日本 たこ（ミズダコ、ヤナギダコ）（北海道沖）

504 きりたんぽ鍋セット 日本 うるち米（秋田県）鶏肉（岩手県） 864
レンジでカンタン　鎌倉コ
ロッケ

日本
野菜（ばれいしょ）（日本）野菜（たまねぎ）（日本等）豚肉（日
本等）

271139 北の海幸づくし 日本
米（北海道）さけ（ロシア水域等）いくら（日本）べにずわいがに
（日本、ロシア等）うに（チリ等）わかめ（日本等）しょうが（タイ
等）

505 牛もつ鍋セット（しょうゆ味） 日本 牛内臓肉【牛大腸】（アメリカ産） 868 国産さつまいもの天ぷら 日本 さつまいも（日本）小麦粉（アメリカ、日本他） 271147 ずわい蟹ちらし弁当 日本
米（北海道）ずわいがに（ロシア水域等）とび魚卵（インドネシ
ア等）しいたけ（中国等）グリンピース（ニュージーランド等）

507 あじの南蛮漬 日本
あじ（日本）たまねぎ（日本等）にんじん（日本等）はちみつ（中
国等）コーンフラワー（アメリカ等）小麦粉（小麦：アメリカ、
オーストラリア、日本等）

869 冷凍九条ねぎ（２袋） － 九条ねぎ（日本、京都府） 271154 いくら石狩鮨 日本
米（北海道）さけ（ロシア水域等）ずわいがに（ロシア水域等）
いくら（日本）

511 しめさば（２枚） 日本 さば（日本）しょうが汁（日本等） 870
国産きのこの和風ハンバー
グ

日本
鶏肉（日本）豚肉（日本）牛肉（日本）たまねぎ（日本等）大根
おろし（日本等）

271569
国産若鶏ローストチキン（ハ
ニー＆アップル）

日本 鶏肉（日本）

513 かじき昆布〆刺身 日本 クロカジキ（インドネシア、日本、韓国、台湾、ベトナム等） 871
おさしみ湯葉カット（特製つ
ゆ付）

日本 大豆（ゆば）（日本） 271570 ふぞろいのフライドチキン 日本 鶏肉（岩手県）

519 中華くらげ（２パック） 日本
くらげ（タイ、インドネシア、ミャンマー、フィリピン、マレーシア
等）ごま（アフリカ、パラグアイ等）唐辛子（中国等）ガーリック
パウダー（中国等）

872
ピリッと旨い！豚キムチ
チャーハン

日本
精白米（日本等）大麦（日本等）野菜（たまねぎ)（日本等）豚
肉（日本等）

271572 照焼チキンステーキ 日本 鶏肉（日本）

523 ふんわりかにつみれ 日本 魚肉すり身（タイ等）たまねぎ（日本等）カニ（中国等） 877 国産野菜七菜きんちゃく 日本
れんこん（日本）にんじん（日本）煮豆（大豆：日本）ごぼう（日
本）えだまめ（日本）しいたけ（日本）昆布（日本）かんぴょう
（夕顔：日本）

271580 赤坂璃宮飲茶セット タイ

【シューロンポウ】豚肉（タイ、他）【シューロンポウ】ねぎ（タイ、他）
【シューロンポウ】わけぎ（タイ、他）【チャーシュー饅頭】小麦粉
（小麦）（アメリカ、他）【餃子（フカヒレ入り）】えび（タイ、他）【餃子
（フカヒレ入り）】豚肉（タイ、他）【餃子（フカヒレ入り）】きくらげ（タ
イ、他）【餃子（フカヒレ入り）】たけのこ（中国、他）【海老餃子（た
けのこ入り）】えび（タイ、他）【海老餃子（たけのこ入り）】たけのこ
（中国、他）【海老にら饅頭】えび（タイ、他）【海老にら饅頭】にら
（タイ、他）【海老にら饅頭】くわい（タイ、他）【海老しゅうまい】えび
（タイ、他）【海老しゅうまい】豚肉（タイ、他）【海鮮ちまき】もち米
（米）（タイ）【海鮮ちまき】えび（タイ、他）【海鮮ちまき】いか（タイ、
他）

550
牛乳で作るクラムチャウ
ダー

日本 牛乳（日本）アサリ（中国） 882 野菜かき揚げそば 日本
小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ、その他）そば粉（中国）玉ね
ぎ（日本、その他）人参（日本、その他）

271581 北京ダック風セット －
（北京ダック）あひる肉（タイ）（カオヤーピン）小麦粉（アメリカ
等）

551 北海道の鮭フレーク 日本 秋さけ（北海道） 883 ゆず塩ラーメン 日本
小麦粉（アメリカ、オーストラリア、日本等）こまつな（中国等）
ねぎ（中国等）豚肉ばら（デンマーク等）しなちく（中国等）

271587
国産ほうれん草が入ったラ
ビオリ

日本
小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ等）豚肉（日本）たまねぎ（日
本）ほうれん草ピューレ（日本）にんにく（中国等）

552 えんがわユッケ風 日本 黄金がれいの縁側（アメリカ） 886 すき焼き風うどん 日本
小麦粉（日本）牛肉（日本）たまねぎ（日本）はくさい（日本）ね
ぎ（中国）にんじん（日本）

271639
チャイナチューボー　鶏とカ
シューナッツ

日本 鶏肉（日本）カシューナッツ（インド）

553 社長のいか塩辛 日本 スルメイカ（日本） 887
明太ソースのチーズグラタ
ン（もち入り）

日本 マカロニ（国内製造） 271640
チャイナチューボー　ふかひ
れ丼の具

日本 フカヒレ（インド・インドネシア・ブラジル・日本）

554 骨まで丸ごと甘酢味（さば） 日本 さば（日本） 927
レンジ厚切りチキンカツ（国
産若鶏使用）

日本 鶏肉（日本） 271643 チャイナチューボー　酢豚 日本 豚肉（チリ）にんじん（日本）

555
いかと小柱の海鮮春巻（広
東風）

日本
いか（ペルー、チリ）イタヤ貝小柱（中国）たまねぎ（日本）キャ
ベツ（日本）たけのこ（中国）

928
レンジで簡単！お肉屋さん
のロースとんかつ

日本 豚肉（アメリカ、メキシコ等） 271644
チャイナチューボー　青椒
牛肉絲

日本 牛肉もも（オーストラリア）ピーマン（日本(国産））

556
骨取り赤魚の煮付け（しょう
ゆ）

日本 赤魚（アメリカ）しょうが（日本等） 929 和風だし　とり天 日本 鶏肉（鹿児島県） 272074 簡単パエリアセット 日本
スルメイカ（中国、日本）ブラックタイガー（ベトナム、フィリピ
ン）ムール貝　むき身（チリ）

557 国産さばのみぞれ煮 日本 サバ（日本） 936
香ばしねぎと焦がし醤油の
炒めチャーハン

日本
米（日本）ねぎ（日本等）たまねぎ（日本等）にんじん（日本等）
全卵（日本等）豚肉もも（日本等）

274739 ちょっと贅沢なピザ　ミックス 日本
【ピザクラスト】小麦粉（小麦）（北アメリカ等）ナチュラルチー
ズ（生乳）（ヨーロッパ、オセアニア等）トマトソース（アメリカ
等）

558
骨取りさばの煮付け（しょう
ゆ）

－ さば（ノルウェー）おろししょうが（中国等） 937
焼おにぎり（塩分２５％カッ
ト）

日本 精白米（日本）


